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ソフトジヤンル 
アプリケーション 

ソフトウェア名 
ソフトハウス名 

梵 TV 

予定 

予定標準価格 

(単位：円） 
備 考 

ワープロ ユーカラ (#)東海クリエイト 1〇月 28,000 
文節変換、作表機能を備え、メニュー式で使い 
やすさを追求したぺストセラーワーフロ。 

NE0-W0RD 新電子システム（株） 1〇月 25,000 一括入力、再変換、多彩な編集•印刷機能で抜 
群のコスト/ \フォーマンスを実現。 

データベース 
簡易言語 

HU-CAL日本語 (株)ハドソン販売 10月 45,000 
フク□命令で複雑な演算処理ヴできる表計算型 
簡易言語。日本語版でバージョン•アッフ。 

ビジレス (株)高木学園0Aテック 10月 48,000 バーソナルから実務まで、多彩なデータ処理に 
対応可能な1 Jレーショナル，データペース。 

i-BASE (仮称） " 10月 68,000 表計算•データ管理•グラフ作成を卜ータル処 
理する1Jレーショナル•データペース。 

ユーカラカード (株)東海クリエイト 11月 28,000 カードファイルと文書ファイルの混在も可能な 
データペースソフト。 

マルチプラン (株）アスキー 10月 48,000 集計表からシミュレーション分析まで、作表• 
計算業務を効率アッフする簡易言語。 

グラフィック 
ツール 

ぱれっと ([ダイナウェア 1〇月 30,000 ▽ウスを使って簡単に絵が描け、ハガキ、P〇 
P、チラシ作成に便利。 

G-PRO拡張版（400ラスタ 
対応ライトペン付） 

(株）デジック 11月 40,000 ライトペンを使って作図*画像処理できるG- 
PR〇に640X400高精細度版が登場。 

システム SUPER BASICコンバータ (株）ロータス 1〇月 9,800 PC-980KN88-BASICK PC-8801、FM-7、XI- 
のソフトを2D、2DDディスクから直接コンバート。 

デイスクツールV 2.4 " 1〇月 10,000 PC、FMのティスクもSUPER MZで使用で 
きるディスク•ユーティリティ。 

らくらくメモ // 1〇月 6,800 簡易データペース機能付き巳ASICの解説ディ 
スク。（取り扱い説明塞のディスク版。） 

通信ソフト P-C0M (仮称） (株)パーソナル•ビ 
ジネス•アシスト 

1〇月 30,000 国内外のデータペースと接続できる/彳ソコン用 
通信ユーティ1Jティ•ソフト。 

ビジネス 実戦！！仕入管理 近畿コンピュータ 
サービス（株） 

1〇月 23,000 仕入先数•商品数•得意先数を合計1,800件まで 
処理可能な仕入管理ソフト。 

実戦！！在庫管理 /' 1〇月 21,000 
仕入先数.商品数•得意先数を合計1,800件まで 
処理。仕入、販売管理と連動可能。 

実戦！！販売管理 // 10月 25,000 商品元帳は他の実戦!！シ1 Jースと共用、売上* 
入庫•在庫.請求先名薄などを作成。 

実戦！！株価分析 ；/ 10月 20,000 
400日分の株価、出来高を取り扱え、わかりや 
すいアップダウンライン方式で表示。 

独占！！情報管理 // 10月 20,000 
項目内容を自由に設定、顧客管理はじめ多目的 
に活用がはかれるデータ管理ソフト。 

実戦！！ QC管理A 99 1〇月 30,000 
特性要因囡、バレート囡、ヒストグラムを作成 
する〇C分析用ソフト。 

実戦！！ QC管理B // 10月 45,000 
x管理囡、x—R管理囡、x—R管理囡を作成す 
る〇C分析用ソフト。 

スーパー財務/テレビ元帳 (株）ラウンドシステム 
研究所 

11月 128,000 勘定科目の設定、仕訳からテレビ元帳、貸借対 
照表、損益計算書、資金繰実績表作成まで。 

"(カスタム） // 12月 148,000 
テレビ元帳に加え、部門別利益計算、手形管理 
などを含み、ディスク1枚に6,000仕訳可能。 

スーパー財務/テレビ台帳 // 未定 148,000 得意先•商品•売上•入金データ入力からテレ 
ピ売掛台帳、納品書、請求書発行まで。 

スーパー仕入/テレビ台帳 // 未定 148,000 仕入先商品登録、仕入•支払データ入力、テレ 
ビ仕入台帳、仕入商品検索、在庫管理連動。 

スーパー給与 " 未定 128,000 
300人までの企業向き。給与、霣与、年末調整、 
月給、日給、バート、甲摘•乙摘。 

Qシリーズ在庫管理（T) 9! 未定 15,000 4,000件のデータを同時検索、入出庫各種検索。 
単価一定型。 

Qシリーズ在庫管理（K) n 未定 15,000 
4,000^のデータを同時検索、入出庫各種検索。 
単価不定型(相場商品用)。 

① 

■掲載アフ|jケーシヨンについてのお問い合わせは各メーカーにお願い致します。 

■発売予定については一部変更になる事もありますので、予めご了承<ださい。 



ソフトジャンル 
アプリケーション 

ソフトウエア名 
ソフトハウス名 

攻 士 梵 7U 

予定 

予定標準価格 

(単位：円） 
備 考 

ビジネス Qシリーズ予算管理 (#)ラウンドシステム 
研究所 

未定 15,000 工事予算や各種フロジェクト、目標管理の予算 
と実績の管理用フ□ク•ラム。 

Qシリーズアドレス // 未定 15,000 個人用としてち、中小企業用としても使用でき 
る住所管理プログラム。メールシール可。 

Qシリーズデータベース // 未定 15,000 キーワードによる高速検索可能。コレクシヨン 
などの整理にaつたりの個人用データペース。 

Qシリーズスケジュール // 未定 15,000 項目名や日付で検索。予定管理や日記帳にも便 
利0 

rゲーム糸」 

ソフトジヤンル 
アプリケーション 

ソフトウェア名 
ソフトハウス名 

発売 

予定 

予定標準価格 

(単位：円） 
備 考 

アドベンチヤー デゼニワールド (株)ハドソン販売 10月 6,800 米国フ□リダから直輸入の巨大遊園地「デゼニ 
ワールド」の大バニックを君は救えるかな？ 

蒼き猿と白き牝鹿 (株)光栄 10月 8,800 シフサワ•コウ久々のシ5ュレーションウオー 
ゲームの大作。 

英雄伝説サーガ (株）マイクロキヤビン 10月 9,800 
いにしえより語り継がれだ退魔の騎士、竜退治 
の勇士、いまここによみがえる。 

は〜りいふぉっくす // 10月 7,800 
ほのぼのス1-一U—のアニメテイックアドペン 
チャーゲーム。病気の子ぎつねを救けて下さい。 

帝王の涙（アビスn) (株）エム.エー.シー 11月 6,800 伝説の最終兵器1"帝王の涙jをめぐる冒険。果だ 
して「帝王の涙」の正体を知ることができるか。 

ドルアーガの塔 (株)電波新聞社 未定 6,000 リアルタイム、アドペンチャー、□ールフレイ 
ンヴと、多彩な要素を備えだマルチゲーム。 

道化師殺人事件 (有）シンキング 
ラビット 

未定 7,800 巡業中のサーカスー座でピエ□の死体が発見さ 
れた。本格派のだめのミステU_ゲーム。 

口ール 
プレイング 

夢幻の心臟 クリスタルソフト（株) 1〇月 8,800 君は破壊僧。夢幻界と称するこの地に落ち、自 
らの罪の深さを知る。 

カレイドスコープ (#)ホット•ビィ 10月 9,800 史上初のフルチシナ1J才方式。宇宙を舞台にし 
だ壮大なS F □—ルフレインク•ゲーム。 

ファンタジアン クリスタルソフト（株) 10月 7,800 上級ゲーマーのための、本格派□ールフレイン 
グゲーム。 

ブラックオニキス ビー•ピー•エス 10月 7,800 モンスターが待ち受ける地下迷宮。謎の宝石才 
ニキスを探せ！ 

ファイヤークリスタル ” 10月 7,800 冒険の舞台は魔力をおびた寺院。強力な怪物や 
悪魔が身をひそめ、罠や謎が君を待ち受ける。 

ハィドラィド (#)テイーアンドイー 
ソフト 

未定 6,800 高度な重ね合わせで木に隠れるキャラクタが広 
大なフッフ上を駆け巡る。 

アクション バルーンフアイト (株)ハドソン販売 10月 6,800 
魚や雷の妨害を乗10越えて、空中を飛び回り、 
敵の風船を割ってい<楽しいゲーム。 

ロードランナー ソフトプロ（#) 1〇月 6,800 全米人気No.1ソフト。150の地下迷宮+無限の 
バリエーション。隠された宝を奪い返せるか！ 

レリクス ボーステック（嫌） 11月 7,200 □ールフレイングとアドベンチャー的要素をも 
つアクションゲーム。動きはアニメーション風。 

キングフラッピー デービーソフト（株） 10月 6,800 益々フームの200面。バスル&アクション。フ 
ラッピーがさらにバージヨンアップした！ 

メルヘンヴェール (有）システム•サコム 10月 6,800 コンピュータゲーム初のファンタジーアドペン 
チャーアクションゲーム。 

チャンピオンプロレス マイクロネット 11月 6,800 FM音源をサボートしたフ□レスゲームです。 

キャッスル (#)アスキー 1〇月 7,800 恋する王子の100の冒険。最愛の姬君が魔法使 
いに連れ去られ、魔宮に閉じ込められだ。 

シミュレーション 大脱走 (株）キヤリーラボ 10月 6,800 捕虜収容所になっている古城から味方を救出す 
るゲーム。全16面、隠れキャラクタあり。 

F 2グランプリ // 10月 6,800 高速3Dグラフイックスのカーレース。コース 
が自由に作れるコンストラクション付きです。 

棋太平 
_1 

マイコンハウスSPS 10月 7,000 
新しい思考ルーチン開発によ10、強さもスピー 
ドもアップ。定石の自由な登録も可能です。 

■掲載アフIJケーシヨンについてのお問い合わせは各メーカーにお願い致します。 

■発売予定については一部変更になる事もありますので、予めご了承<ださい。 

② 



ソフトジヤンル 
アプリケーション 

ソフトウェア名 

Lレーシヨン トップマネジメン 

ザ•コックピット 

ソフトハウス名 

(株)光栄 

プロフヱッシヨナル麻雀（株）アスキー 

(株）コムパック 

発売予定標準価格 

予定（単位：円） 

10月 19,800 

10月 7,200 

10月 6,800 

フネジメントをパソコンで！企業内研修、自己 
啓発、経営学実践テキストとして最適。 

リーチ、つみ場、裏ドラ、五本場以上二翻しば 
りなど、実戦さながらのマージヤンゲーム。_ 

航空力学にもとす<フライトシミユレータ。風 
力、風向き、空港などを自由に選べます。 

リアルタイム フリッキ_ 

ゼビウス 

マイクロネット 11月 

(嫌)電波新聞社 未定 

ゲームセンターのフ1Jツキーにコンストラクシ 
ヨン機能を付加、FM音源をサボート。_ 

ビデオゲーム不滅の名作「ゼピウスjの/1ソコン 
版。ス1Jルと謎を秘めたiJアルタイムゲーム。 

アダルト マカダム デービーソフト（#) 10月 アダルトソフトの新ジャンル。大人のユーモアが 
広がるセクシー•グラフイツクスとアクション。 

ウォーゲーム 信長の野望 (株)光栄 
戦国の世を勝ち抜き、17力国を統一できるか。 
スUル満点の本格派ウォーゲームの決定版。 

ソフトジャンル 
アプリケーション 

ソフトウェア名 
ソフトハウス名 

発売 

予定 

予定標準価格 

(単位：円） 
備 考 

周辺機器 RM-25E (有）テレシステムズ 10月 49,800 640K巳の大容量メモU •ボード。超高速でフロ 
グラムやデータの□—ド_セーフが可能です。 

SUPER MZに使用可能なMZ-2200/2000用主要ソフトー覧表 

ソフトジャンル 
アプリケーション 

ソフトウェア名 
ソフトハウス名 媒体 

標準価格 

(単位：円） 
備 考 

ヮープロ JET-2200A (#)キヤリーラボ 5FD 54,800 

漢字ワードプロセッサ 
•ミニ 

スガヤ無線商会 T 22,000 (MZ- 2000用の漢字ROM必要） 

i- 

// ” 5FD 49,800 // 

漢字ワードプロセッサ 
New ミニ 

» 5FD 59,800 
n 

Hu-WP (株)ハドソン販売 T 24,800 /; 

// // 5FD 24,800 n 

簡易言語 ビジレス-S (嫌)高木学園0Aテック 5FD 39,000 

New vip デービーソフト（株） T 12,800 

n // 5FD 34,800 

Hu-CAL (#)ハドソン販売 T 9,800 

ビジネス 株価分析システムB マイクロポート 5FD 70,000 

漢字住所録 スガヤ無線商会 T 15,000 (MZ- 2000用の漢字ROM必要） 

■掲載アプリケーションについてのお問い合わせは各メーカーにお願い致します。 

■発売予定については一部変更になる事もありますので、予めご了承<ださい。 

③ 



ソフトジャンル 
アプリケーション 

ソフトウエア名 
ソフトハウス名 媒体 

標準価格 

(単位：円） 
備 考 

ビジネス 漢字住所録 スガヤ無線商会 5FD 33,000 (MZ- 2000用の漢字ROM必要） 

システム言語 カラーテープBASIC 
(MZ-1Z002) 

シャープ T 7,000 

倍精度テープBASIC 
(MZ-1Z003) 

” T 7,000 

インタプリタPASCAL 
(MZ-1Z004) 

n T 12,000 

システムプログラム 
(MZ-1Z005) 

n T 25,000 

マシンランケージ 
(MZ-1Z006) 

n T 7,000 

RS-232C/GP-IBテープ 
BASIC(MZ-IZOIO) 

n T 9,500 

デイスクBASIC(MZ-2Z001) ft 5FD 10,000 

カラーディスクBASIC 
(MZ-2Z002) 

n 5FD 12,000 

倍精度ディスクBASIC 
(MZ-2Z003) 

n 5FD 12,000 

FLOPPY DOS (MZ-2Z004) n 5FD 50,000 

漢字カラーディスクBASIC 
(MZ-2Z021) 

n 5FD 5,000 

HIMEJI-BASIC 野島電気 5FD 10,000 

Hu-BASIC (#)ハドソン販売 T 10,000 

Hu-BASIC (#)ハドソン販売 5FD 20,000 

H.Sコントロー ラー (株)BLUE SKY 5FD 9,600 

修理屋さん // 5FD 4,600 

H.S-4200 n 5FD 7,400 

スーパーカラーBASIC マイコンシステム 
企画 

T 4,000 

dB-BASIC デービーソフト（株） T 5,000 

dB-コンパイラ // T 6,000 

教育 パソコン算数学習たし算 ⑻オーク T 4,500 

〃 ひき算 // T 4,500 

ホビー コンピューター恋占い 
&相性診断 

!(有）ソピア T 7,800 

// n 5FD 9,800 

デジタルペインター ダィツー T 5,800 

POPワードプロセッサ n T 6,800 

n n 5FD 65,000 

掲載アフ1 Jケーシヨンについてのお問い合わせは各メーカーにお願い致します。 



ソフトジヤンル 
アプリケーション 

ソフトウェア名 
ソフトハウス名 媒体 

標準価格 

(単位：円） 
備 考 

ホビー 中国占星術 (株）チャンピオン 
ソフト 

T 3,800 

カロリーブック // T 3,800 

ナイトライフ (有)光栄 T 4,500 

ゲーム 

1 

ド，ァド，ァ (株）ェニックス T 3,800 

F2グランプリ (株）キャリーラボ T 3,800 

大脱走 n T 4,200 

ジxルダn // T 3,800 

グランドクロス クリスタルソフト（株) T 4,800 

ソフトハウス殺人事件 n T 4,200 

ザ•コックビット (株）コムパック T 4,800 

" // 5FD 5,800 

倉庫番 (有）シンキング 
ラビット 

T 3,400 

インテリ雀士•四人麻雀 シルバーボール 
ソフトウェア（#) 

T 3,500 

ファルコンアドベンチャー // T 3,500 

クラウドキングダム // T 3,500 

大相撲 (嫌）チャンピオン 
ソフト 

T 3,800 

百人一首 T 3,800 

アタックひろこちやん // T 3,800 

プラズマライン (#)テクノソフト T 4,800 

ゴルフアイランド 
スペシャル 

// T 5,800 

スターフリート/B " T 4,500 

四人麻雀 // T 4,000 

パックマン (株)電波新聞社 T 3,500 

ちやっくんぽっぷ (株)ニデコ T 4,500 

n // 5FD 7,500 

フロントライン // T 4,500 

// n 5FD 7,500 

スペースクルーザー // T 4,500 

// // 5FD 7,500 

ワイルドウェスタン n T 
. 

4,500 

n n 5FD 7,500 

■掲載アブ1 Jケーシヨンについてのお問い合わせは各メーカーにお願い致します。 

⑤ 



ソフトジャンル 
アプリケーション 

ソフトウエア名 
ソフトハウス名 媒体 

標準価格 

(単位：円） 
備 考 

ゲーム ビクトリアスナイン (嫌)ニデコ T 4,500 

n n 5FD 7,500 

モンスターハウス 日本ファルコム（#) T 4,500 

トランプ狂 (#)ハドソン販売 T 4,000 

マリオブラザーズ 
スペシャル 

n T 3,600 

ジャン狂 // T 4,000 

花札狂 n T 4,000 

STAR STREAM n T 3,200 

ONE WAY TRAP (嫌)ホット•ビィ T 3,800 

ゴルゴ13 -狼の巣- (嫌)ボニー T 3,500 

アレンジボール // T 3,500 

プロジxクトA n T 2,800 

スノーフイールド n T 2,800 

MILKY WAY マイクロネット T 4,800 

HARVEST // T 3,400 

地獄の練習問題 (株）エム•エー•シー 5FD 7,800 

T0NKY マイコンハウスSPS 5FD 5,800 

ぐるっぺ n 5FD 5,800 

ポーラスターn n T 3,800 

王将 マイコンハウスSPS T 4,000 

ドリームランド (H)マイクロキャビン 5FD 12,800 

不思議の国のアリス n T 3,500 

■掲載アフUケーシヨンについてのお問い合わせは各メーカーにお願い致します。 

注：当リストは8月20日現在、2 0 0 0モードに於いて動作確認チヱック済ソフトを記載しております。 

今後のチヱックにより他にも多くのソフトが使用可能になる予定です。 

⑧ 


